
「日本２１世紀ビジョン」経済財政展望ワーキング・グループ第１回会合議事要旨 

 

（開催要領） 

１．開 催 日 時 ：平成 16年９月 30 日(木) 10:00～12:00 

２．場    所 ：合同庁舎４号館共用第１特別会議室 

３．出席メンバー：  

主 査  吉田 和男   京都大学経済学部教授 

副主査  井堀 利宏   東京大学経済学部教授 

メンバー 岩本 康志   一橋大学大学院経済学研究科教授 

同   大石 亜希子  国立社会保障・人口問題研究所 

社会保障基礎理論研究部第二室長 

 同   小塩 隆士   神戸大学大学院経済学研究科助教授 

    同   河野龍太郎   ＢＮＰパリバ証券会社経済調査部長 

    同   篠﨑 彰彦    九州大学経済学部教授 

 同   鈴木 玲子    社団法人日本経済研究センター主任研究員 

    同   塚本 力       国立保健医療科学院福祉サービス部長 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

    同   林 伴子    内閣府経済社会総合研究所主任研究官 

                兼 内閣府事務官（企画官） 

同   ロバート・フェルドマン  

モルガンスタンレー証券会社チーフエコノミスト       

同   チャールズ・ユウジ･ホリオカ  

大阪大学社会経済研究所教授 

    同   松谷 明彦   政策研究大学院大学教授 

同   宮崎 成人   財務省主計局主計企画官（財政分析担当） 

            兼 内閣府事務官 

       

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）議事の進め方について（案） 

（２）経済財政展望のシナリオと基本コンセプトついて自由討議 

（３）今後の進め方について 

３．閉会 

 

（配付資料） 

資料１   経済財政展望ワーキング・グループ メンバー名簿 

資料２   議事の進め方について(案)(①運営規則、②会議の公開) 
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資料３   ワーキング・グループ メンバー提出資料 

資料４   今後の進め方について 

参考資料１ 「日本経済２１世紀ビジョン」での検討の方向性 

（平成 16年７月 29日経済財政諮問会議配布資料） 

参考資料２ 「日本２１世紀ビジョン」検討体制 

参考資料３ ＷＧメンバーの文献と政策提言の概要 

参考資料４ 経済財政展望ＷＧの主要テーマ、議論のポイント（案） 

参考資料５ 我が国経済・社会をめぐる環境の変化について 

 

 

（概要） 

○事務局からこれまでの経緯を紹介。 

 

○事務局から資料２に基づいて議事の進め方について説明が行われた。  

 

 

各委員からの意見 

○ 専門が財政であることから、財政にウェイトを置いた形で話したい。財政は政策であり、現在

の困難な財政状況に対してどう対応するかという行動の意思が将来ビジョンの描き方にも影響

するため、財政状況をただ傍観するということは考えられない。このワーキング・グループでこ

の点をどう扱うのかについて、逆に事務局に伺いたいと考えている。 

2030 年に向けて戦略を立てていかないといけないが、その際の財政運営の基本的認識である

が、まず、人口減少時代への対応である。私自身の認識では、個人が自分で貯蓄をして老後に備

えれば大きな問題にはならず、また、子供の数が減れば扶養の負担も減ることになるため、人口

減少それ自体は問題ではない。問題は社会保障制度である。現在は世代間の所得移転で運営され

ているが、少子高齢化によって受け手が増えるということが問題である。この対策については、

世代間移転への依存を弱める制度設計にすべきであるが、現時点ではやや手遅れだと思う。既に

困難な状況であることを覚悟しなければならない。 

  社会保障への需要については、大きな政府・小さな政府の議論があるが、私は若干の増加はや

むを得ないと考えている。ただし、やみくもに増えても良いわけではなく、歳出全般にわたって

スリム化を図るべきである。 

また、今の財政赤字の状況は、経済に生じた様々なネガティブな状況を踏まえ、問題を先送り

してきたためにできたもので、政府が合理的な財政運営をした結果できたものではない。今後は、

非合理的なことはやめて、ルールを作り財政の健全化につとめ、問題の先送りを許さないように

するべきである。他国ではこのような財政赤字への対応策についてかなりの経験を積んでおり、

日本もこれに取り組むべきである。 

  次に、財政運営を行うに当たっての戦略であるが、最初に「あるべき姿」を描くと言うことで、

２点戦略を挙げる。１つは国と地方の役割分担をしっかりして、互いが効率的な政府をつくると
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いうインセンティブをしっかり持つことである。もう１つは、人口構造の変化に伴って歳出構造

を見直すことである。社会保障、公共投資、それ以外に分けたときに、必要な需要をまず見込ん

で、それに沿って支出をしていく。必要な需要を見込み、それを調整しなければ硬直的な財政構

造になってしまう。 

社会保障については、ただ財政の視点から支出を抑制することに関しては疑問である。そもそ

も社会保障に政府が介入している目的は、年金や医療介護を個人・民間に任せれば過小になって

しまうことを避けること、すなわちミニマムを保つためにやっている。従って、これを抑えるこ

とは、最初の政策目的と対立することになる。それでも世代間移転の構造は残るためスリム化を

図る必要がある。その方策として、民間に委ねても過小となる虞のないものを政府の役割から民

間に転じるということが考えられる。他方で、公共投資については、現在年３％削減することに

なっているが、これでは削減幅が甘く、もっと大幅な削減が必要である。  

３番目はプライマリーバランスの黒字化である。現在の政府の目標は 2010 年に国・地方合わ

せてプライマリーバランスを黒字化するとしているが、この場合でも国は赤字になっているため、

国のプライマリーバランスの黒字化についても、しっかり道筋をつけなければならない。また、

プライマリーバランスの黒字化に向けてのペースを今よりも速めるべきである。ルール化設定は

工夫が必要である。財政収支を改善するためには、現状の租税負担水準は低く、社会保障と地方

の需要に合わせて増税が必要である。歳出削減努力と予算編成の透明性を確保して、増税への支

持を得ることが前提となる。 

 

○ 資料では、論点に対して網羅的にというよりも、こういった視点も加えることも可能ではない

かということを示している。１点目は、ビジョンを出すにあたって、短期・中期・長期といった

期間に分け、課題を整理しビジョンを提示する方法もあるかと考えている。それは、2030 年ま

でであれば、どの推計を使っても生産年齢人口にあまり違いはないためである。今後、大きなイ

ンパクトを与えるものは団塊世代の引退である。その前に何をすべきか、団塊の世代の引退が進

む中での社会構造の変化に、どのように対応すべきか、また、その後をどう乗り切るかを整理し

ておく必要がある。 

  ２点目としては、国民に対してビジョンを提示するにあたり、人口や GDP についてのビジョン

のみならず、より複合的なビジョンを提示するということも考えられる。一例としては、環境や

保育の SNA サテライト勘定などのように、通常の経済指標で表現できないようなものも表すこと

ができるとよい。特に社会的に排除されているグループをどう包摂していくのかについても 21

世紀の日本においては重要な課題である。 

  ３点目は社会保障についてである。現在のところ、高齢者向けの給付が社会保障給付費の大半

を占めており、特に年金が大きい。それに対して児童や家族関係向けの支出等は少ない。こうし

た配分の問題を少子化との関連で考える必要がある。特に、社会保障と相続・贈与という家族内

移転、家庭内ケアをどう考えるか、家族内移転に任せるのか、それとも社会保障あるいは税金で

再分配を考えていくのか、ということも含めて議論していくべきである。 

  ４点目はこれらに関連して、21 世紀の日本の姿として、どのような再分配の程度が維持され

るのかを示すことが望ましいのではないか。また、その中でミニマムとしての生活保護について、
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一度は入ってしまうと抜け出せないと言うのではなく、抜け出すためにどういった手伝いができ

るのかなども議論できればよい。 

  ５番目は少子化への視点であるが、この点について、育児支援が重要だが、個人的には、大き

な原因としては就業の問題があると考える。非正社員と正社員の間に格差があるなど、若い人に

とって家庭を運営していくのに必要な仕事が得にくい状況になっているという問題がある。 

 

○ 経済社会展望と社会保障の展望について考えを示したい。まず、経済社会展望だが、今後の日

本経済を考える際に、少子高齢化のインパクトを政策でどう処理していくかが重要である。基本

的には３つの政策体系がある。１つ目は少子化そのものを回避するもの、２つ目は人口減少を相

殺する政策、３つ目は少子・高齢化が進むことはやむを得ないとしても、その中で社会経済シス

テムが持続可能となる政策である。少子高齢化を処理するためには、この政策うち１つだけでは

不十分であり、総力戦が必要になる。その際には、今までと異なる長期展望のやり方が必要であ

る。今後の低成長を考えると、マクロ全体の経済成長よりも、一人当たりの所得あるいは経済成

長に力を入れていくべき。また、人口構造が大きく変化するので世代間の公平の視点が必要とな

る。また、単一のシナリオではなく、最悪のシナリオも描くなど、こうした状況に対する政策パ

ッケージも必要である。 

  マクロ経済全体について言えば、貯蓄率が相当下落しているという問題ある。また、財政の議

論については、国と地方だけではなく、社会保障を含めた政府全体での収支バランスをみるべき。

経済システム全体についてもアジア全体を含めて見るのか、あるいは日本だけで見るのかなどで

構図が異なってくるので、この点にも注意が必要である。 

  次に、社会保障の展望についてであるが、このワーキング・グループでの展望作業は重要にな

ると思う。それは、通常、社会保障や財政の議論をする場合、マクロ経済では労働供給を外生変

数扱いにすることが多く、両者の相互依存関係を明示的に扱うことはあまりないからである。ま

た、社会保障を展望する場合の論点として官民の役割分担が言われるが、現在のように少子高齢

化が進んでいる中で、どこまでが官の役割で、どこまでが民の役割かを議論する場合には、「少

子高齢化の下で将来の負担を過度に先送りしないような形で、人々が各時点で無理なく支えられ

る」部分が官であると思う。このように官というものを定義すると、シミュレーションで具体的

に官の範囲を設定できる。同じ議論が潜在的国民負担率の目標設定でも言える。制度の持続可能

性や世代間の公平性等について最低限必要な水準を具体的に示していくべきだと考えている。社

会保障改革の進め方については、余りに世代間の移転に負って将来世代に負担を先送りする仕組

みはやめるべきである。また、各時点において国民が無理なく支えられるような制度にすべきで

あり、政府はない袖を振らないようにするべきである。その点と連動するが、これまであまり注

目されてこなかった世代内の公平性の追求、あるいは、就業形態、あるいはライフスタイルの選

択に対して制度が中立的に働くようにする必要がある。 

 

○ 基本的な考え方を示すと、金融政策以外は公的介入をできるだけ排除すべきである。物価が安

定し、政府部門が民間部門を阻害しない限り、民間部門から新しい需要や供給が生まれるという

視点が重要であると考える。少子化については基本的にそれ自体は問題ないが、財政・制度が少
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子化という状況に合っていないということが問題であり、合うように変えていかなければならな

い。財政再建についてはナショナルミニマムということを再検討すべきことと、受益と負担の原

則に立ち返った政策設計をすべきである。その他、インセンティブと一般均衡といった経済原則

を無視した政策は決して採るべきではない。 

次に、経済社会・社会保障・財政展望について述べたい。貯蓄率の低下が問題とされるが、マ

クロモデルでの分析を行う際には、グローバル化が進展している中で、海外からの資金調達が可

能であり、それ自体をそれほど悲観的に考えるべきではない。次に、日本の場合、問題はグロス

の輸出・輸入、あるいはグロスの資本輸出・輸入の額が少ないと言われるが、市場メカニズムが

阻害されているためその額が少ないというのであれば、その阻害要因を取り除く必要がある。個

人的には為替のミスアラインメントが大きいのではないかと考えている。改革は重要だが改革を

装った介入的な政策もよく見られるので、むしろ資源配分の効率化の観点からは規制緩和・撤廃

をベースに考えていくべきである。 

  その他、消費飽和説、キャッチアップ完了説により、日本が成長できなくなったという議論が

なされるが、これだけ技術のスピルオーバーがグローバル化の中で強くなると、日本だけ一人当

たり GDP が成長しないことは考えられない。むしろ金融的な要因で総需要が抑制された部分が大

きいのではないか。ただ、そうした問題は徐々に解決してきており、本来あるべき成長経路に復

帰できるのではないかというやや明るい見通しを持っている。一方で、教育・医療など政府部門

のサービスにより供給が制約を受けている部門も多いので、そういった部門では規制を取り除く

ことが重要である。 

  経済モデルを作る際に重要になる点として、潜在成長率が日本では１％ぐらいになったといっ

た議論がなされるが、それは、極めて技術的な話だが、IMF、OECD では HP フィルターあたりを

使っており、過去 10 年間が低かったため、低成長がそのまま日本の実力であると計算されてい

る可能性があり、成長率のパスを世間で言われている通りに置くのは問題があると考える。 

  社会保障展望と財政展望については、ナショナルミニマムについては水準を考え直す必要があ

る。例えば、政府が関与する部分は消費税の 10％までとするなど上限を決めるということも考

えられる。財政再建のためだけではく、健全な民主主義の発展を考えれば、受益と負担の原則を

無視しできない。これを認識させるためには、課税所得最低限を引き下げるだけではなく、一種

の人頭税を導入してもいいのではないか。 

  長期的な金融政策としては、現在の量的緩和・ゼロ金利は異常であるが、それを修正するにし

ても、財政再建をサポートすることが重要になってくるため、デフレ脱却後もしばらくは超金融

緩和と緊縮財政のポリシー・ミックスということで、金融は緩和的な状態を続けざるを得ないと

考える。 

 

○ まず、経済の生産力や豊かさは、マクロの経済成長率ではなく生産性でみていくべきだと言う

ことを申し上げたい。少子化対策が生産年齢人口に影響を及ぼすのは、少なくとも 15 年かかり、

特にナレッジワーカーになるには 20～25 年かかるため、2030 年までは少子化対策の効果はほと

んど出ない。したがって、生産年齢人口が減少するのは確実で、推計によると年率 1％弱程度で

減少していくとされる。だが、豊かさを考えるには、一人当たり所得、より厳密には時間当たり
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労働生産性で考える必要がある。 

90 年代の日本の時間当り労働生産性を計測したところ、構造的な要因で年率 2.5％程度の上昇

力がある。90 年代前半で 2.6％、後半で 2.3％ある。内訳を見ると、資本集約度が 1.8%、1.4％、

全要素生産性（TFP）が 0.9％、0.9％であり、あれだけ大変な時期でもこれだけ達成しており、

これは最低限達成できる基礎力の数値と考えられる。 

今後どれだけ上乗せできるかを考えてみると、70-80年代にだめだと言われていた米国でさえ、

情報化による再生で 90年代後半以降の TFP は、それ以前に比べて 0.5％ポイントから 1.2％ポイ

ント上乗せされた。資本集約度については、国によって事情が異なるが、日本でも IT の寄与が

増えていることから、これを上手く生かせば、今後も減少することはないだろうし、TFP につい

ては、日本経済が出来すぎた 80 年代の後半で TFP が 1.8％くらいで 90 年代より 0.9％ポイント

高かった。これらの点を考慮すると、今後の生産性上昇率は 2％台半ばから 3％代半ば（2.5～

3.5％）に設定することが可能と考える。そうなると、生産性を可能な限り高めるような政策を

いかに行っていくかが鍵になる。 

一人当たりの所得が増えれば、国民負担率を一定と仮定した場合、一人当たりでは追加的に

2.5～3.5％程度負担することが可能となる。ところが、人口が１％ずつ減少すると考えると、実

質的に歳出の額は 1.5～2.5％しか増えないことになる。その歳出を日本社会のためにどう使う

かということになる。OECD の統計によると、日本経済はドルベースで 1950～73 年までの 23 年

間で約 6倍豊かになったが、これは歴史的にまれに見る高さであり、このとき出来上がった歳出

の仕組みが今も続いているところに問題がある。当時と今とでは全く状況が異なるのであって、

当時できた構造を現状に合わせて変えることが求められる。一人当たりでは豊かになっても人口

が減少しているので、かつての国土開発を想起させる施策は見直す必要があろう。 

  90 年代、米国が財政健全化で成功した重要な一因は、財政規律を法律でルール化したからで

あり、この点は日本でも重要だ。ただし、これからの日本にふさわしいデザインを定める前に、

現状のまま財政規律の枠をはめると、高成長時にできた再配分の構造を固定してしまうことにな

るので、逆に問題が多い。まずデザインを決めて、その上で、少し長めの時限立法で財政規律を

決めることが重要だ。その間に、少子化対策や生産性の問題とか、基本的な構造が変わっていく

わけで、そういうビジョンが大切になる。 

 

○ 何をしていこうかという目標を立てれば、そこから答えが出てくると考えている。そこで、21

世紀最初の四半世紀の日本の経済社会のトップ・プライオリティとして、「次世代の幸せ」を掲

げたい。20 世紀の最後の四半世紀は高齢化対策の時代であった。この問題に対して真摯に取り

組んだ結果、日本はこの問題について世界のどの国よりも成功したのではないかと思う。高齢者

の所得は一人当たりで勤労世代よりも高く、高齢者の医療アクセスは世界でトップレベル、介護

保険制度も皆が受けられる権利を確保することができた。このように高齢者問題は解決したと考

えており、こうしたことを一度評価した上で次のアクションに進むべきである。 

一方で、高齢化対策が成功しすぎたために、税、社会保険料など勤労世代から高齢者への移転

が大きくなり過ぎた。これはとても持続可能ではないということを踏まえ、現在、制度の修正に

四苦八苦している。これは、どう考えても 20 世紀の後処理であり、21 世紀の最大の問題として
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掲げるのは如何なものかと思う。高齢者の所得は平均でみれば十分であり。あとは世代内で配分

が上手くいくように制度の微修正をすれば良い。 

21 世紀では視点を高齢者から 180 度転換すべきである。21 世紀の日本を作るのは次の世代で

あり、彼らの可能性をどれだけ引き出すことができるかに日本の将来はかかっている。ところが、

現在の子供の状況は悲惨であり、子供達が社会から十分な愛情を注がれているとは思われない。

日本で育ったことを彼らが幸せに思い、日本という国が大好きだと言ってもらえるような国を作

ることを目的としてはどうだろうか。これまで資源投入してこなかったこうした部分に、今後は

資源を投入する決意を固め、能力が高く、やる気のある若者を作っていけば、全ての問題が解決

すると思う。また、日本経済を考えるときに、これから 30 年間の彼らの幸せを考えれば財政再

建は当然のことであり、これまでの世代が残してきた財政赤字によりこの先の世代の行動の自由

が制約されることがあってはならない。このような視点で考えれば、これから 30 年間でやらね

ばならないことが明確になってくる。 

  

○ これからの議論を進めるに当たって、こうした視点もあるのではないかということでお話しし

たい。今回の作業の大きなテーマとして少子高齢化という問題があるが、自分の感覚でいうと

2030 年までが中期で、2050 年といった時代が長期と思う。特に人口面では、2025 年よりも 2050

年という時代で、より少子化高齢化が進んでいることを考えると、このワーキング・グループで

の議論の射程距離を明確にしておくことが必要ではないか。2030 年までの経済を考えるのか、

それとも、2030 年までにやっておかなければならないことを考えるのかということである。そ

れにより例えば少子化の問題の取り上げ方が大きく違ってくる。今すぐに出生率が改善したとし

てもその影響は 2030 年以降となり、2030 年までの経済を考えるのであれば、少子高齢化は所与

の条件となるが、2030 年以降のことを考えるならば少子化をどうするのかということも議論の

射程に入ってくる。この２つの少子化問題を区別して議論する必要がある。 

  モデルを使ってシミュレーションを行うとのことだが、この「日本 21 世紀ビジョン」では、

今後の社会の在り様とか、国民の生活を多く取り上げていくということなので、国民が各々の価

値観に基づき、どういうシナリオを選択するのかということであると思う。例えば、成長などし

なくてもいいというシナリオも選択することもあり得る。国民に対して議論の素材になるような

選択肢を提示するということが重要ではないか。その場合、マクロの指標では、経済の素人から

すればそれが何を意味するのかが分かりにくい。可能かどうか分からないが、例えば、個人ベー

スでの生活水準、所得格差はどうなっているのか、また、ストックが個々人にどう影響するのか、

あるいは、家計内に何が起こるのか、といったことまで含めて各シナリオを提示できればベスト

ではないかと思う。 

 

○ バラ色の夢ではなく負担を含めた厳しくもしっかりした絵を描くべきである。国の役割の一つ

は、国民が生活設計していく上で必要な情報、例えば税負担や社会保障の負担・給付といった政

策の見通しを示すことである。また、ビジョンは、先々を読んで足元の政策を決定するフォワー

ド・ルッキングな政策対応のための作業であるべき。フォワード・ルッキングな政策対応は金融

政策ではよく言われるが、財政や構造改革についてもフォワード・ルッキングであるべきで、2030

 7



年の経済の姿を予想して政策課題を抽出すべきである。さらに、海外のジャパン・ウォッチャー

の目を意識すべきと考えている。日本だけではなく、海外の投資家の関心や問題意識にも十分耐

えうるようなビジョンにするべき。 

  具体的な経済展望について 2つ述べたい。第一に、経済展望については、必要な改革、政策努

力を行わなかった場合の経済の姿を描いた上で人口減少時代をどう乗り切るか、財政健全化をど

う図るかといったシナリオを示すべきである。成長については、資本、労働力、生産性の３つの

要素についてそれぞれの見通しを議論するのが有益で、今回は、特に労働力がカギになろう。全

体として楽観的過ぎず堅めな見通しを作るべきである。TFP については技術進歩の見通しもある

が、画期的な技術を本当に生産性に活かせるかという点もある。労働・資本の効率的な配分が行

われるか、希少な労働力資源をいかに効率的に使えるかもポイントである。 

労働力については、高齢者・女性の労働力が期待されているが、高齢者の雇用機会の増大や多

様性に対応した就業環境の整備ができるかどうかの見極めが必要である。また、高齢者の労働力

参加を促すのであれば、そのための施策についても重点的な議論が必要になる。女性の労働力率

については、M 字カーブのへこみの部分が上がるかがポイントである。ただ、強調したいのは、

実際には労働力人口としてカウントされる人が全て稼働しているわけではなく、休業している人

も含むということである。潜在成長率との関係では、労働力人口より実際に稼動している従業者

の方が重要ではある。例えば、スウェーデンは女性労働力率は高いが、出産年齢にある女性労働

力の 4分の 1が休業している。育児との両立支援自体は重要であるが、女性の労働投入が大きく

増えることに過大に期待しすぎてはいけない。 

  第二に、財政・金融政策については、今後のマクロ経済政策のキーワードは安定重視であるべ

き。安定的なマクロ経済環境を維持することにより、企業・消費者の将来への期待を安定化させ

ることができ、投資・消費・貯蓄の意思決定がしやすくなる。こうした安定を通じた成長を考え

るべきである。ハイパーインフレで政府債務を帳消しにするようなことは考えるべきではない。 

  財政については、2010 年代初頭に国・地方のプライマリーバランス黒字化という現在の目標

に加えて、更に長期的な財政の持続可能性を確保するための財政運営の目標、クレディブルな枠

組みを定めることも重要である。プライマリーバランスが均衡していても、長期金利が名目成長

率よりも高くなると債務残高対 GDP 比は増大しつづける。例えば、仮に、名目成長率が 3％、長

期金利が 4％であると、一般政府債務残高対 GDP 比は 2030 年には 220％を超えて増大し続ける。

したがって、長期金利と名目成長率の関係が今後の見通しのポイントであり、長期金利が名目成

長率を上回るリスクについても考えておくべき。特に、国債発行残高が大きくなると、リスク・

プレミアムが上昇する可能性がある。例えば、イタリアの利払い費対 GDP 比は、ピーク時には

12.6％まで上昇した。当時のイタリアよりも大きな債務を抱える日本の財政は、長期金利上昇リ

スクに対して非常に脆弱であると言える。リスク・プレミアムの上昇を避けるためには、長期的

な財政の持続可能性を確保する財政運営の枠組みを示して、実際に財政再建を進め、日本の財政

に対する信頼を得る必要がある。その際、債務残高対 GDP 比が発散しないような水準のプライマ

リーバランスの黒字を念頭におく必要がある。また、よい財政政策ルールの条件としては、目標

の透明性、景気循環・外的ショックに対する柔軟性、実効性の確保が重要である。 

  金融については、長期的な金融政策の枠組みを考えると、日銀の物価安定の説明責任を強化す
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ることがポイントで、現在の量的緩和の次の枠組みとして、インフレ・ターゲティングの導入も

１つの可能性である。郵政民営化に伴う公的金融の役割の見直しも重要な論点である。 

 

 

○ 今後は労働力減少を補っていかないといけない。資本集約度を上げるか移民を入れるか、それ

とも生産性を上げるか、という３つの選択肢しかない。設備投資を増やすことも必要かと思うが、

今の総資本利益率をみるとかなり低く、資本総額を増やすことはあまり好ましくない。機能して

いないところから機能しているところに資本を再配分することが重要である。移民受入について

粗い計算をしてみたが、資本ストック、生産性を据え置いて、国内の労働力の減少を補う移民を

算出したところ約 700 万人となった。これ人数を日本社会は受け入れられないと思う。そうなる

と、いかに TFP を上げるかに焦点が移るが、ここは日本の強みである技術開発を活かすことが重

要だ。最近の IT 技術では日本が独占している技術も多い。今後どのように研究開発の効率を上

げるかが基本的な政策課題になる。そういう技術をどう産業構造改革に活かすかだが、金融面・

バランスシートに対する規律を強めること、企業統治を強めることが重要だと思う。それに加え

て、能力低下への対策が今日からでも必要である。また、政府系金融機関についてはできる限り

縮小・廃止することを産業改革の基本とすべきである。 

次に、FTA、WTO を活用して国際的な資源再配置を進めるべきだ。中国では最近農地が減少し

ていると聞く。日本では農業改革をし、自由貿易になってもやっていけると考える。 

財政については、簡単な試算をしてみた。プライマリーバランスを GDP の２～３％にしないと

債務が発散してしまう。どうやってプライマリーバランスを黒字化するかについては、次の３つ

の政策が必要ある。一つ目は消費税の増税で、おおよそ 14％までの引き上げが必要である。二

つ目は公共事業のさらなる削減で、現状の水準を半減すべきである。三つ目は社会保障の給付と

負担であり、現役の労働者の負担を一人当たり２割増、給付されている高齢者の給付を一人当た

り２割減すべきである。これらのことをやって、初めてプライマリーバランスの黒字化が達成で

きる。 

また、IT技術を駆使した情報交換をさらに進めれば色々なビジネスチャンスが生まれてくる。

さらに、国家プロジェクトによって技術開発を進め（特に医療改革分野の IT 化）、教育改革を行

うことで、生産性が上昇し、現在の生活水準を確保できる。 

 

○ 2030 年までの日本経済を考えると、最も大きな変化は急激な少子高齢化である。それは、貯

蓄率の急落、社会保障・財政の悪化、労働力不足という３つの現象を引き起こすと考えている。 

  貯蓄率については、高齢者が貯蓄を取り崩して生活するのであれば、急激な高齢化は急激な貯

蓄率低下をもたらす。しかし、低い貯蓄率あるいは貯蓄率の急落それ自体は問題ではないと考え

ている。それは、同時に投資率も低下すると考えられるからである。人口が低下すれば、経済の

生産能力を拡大する必要性が薄れるため、投資率も下がる。したがって、貯蓄不足が起きるとは

限らない。また、仮に、貯蓄不足が発生しても海外から資金を調達できるので、世界レベルでの

貯蓄不足が発生しなければ貯蓄率の低下は必ずしも問題にはならない。 

  二つ目の社会保障制度については、日本の年金制度は賦課方式である。そういった制度である
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以上、高齢化が進むにつれて財政状況は悪化するので、今後、保険料の引き上げ、給付の削減が

行われることになるだろう。そうなると世代間の不公平が生じる。これをなくすには抜本的な年

金改革が必要であり、具体的には積立方式への移行が最も望ましいと考える。そうした制度に移

行すれば年金制度は人口の年齢構成には一切依存しなくなるため問題はなくなる。 

  三つ目の高齢化の進展による労働力不足については、高齢者、女性、外国人をこれまで以上に

有効に活用し、これらの人々が働きやすい環境を作れば、この問題も回避できると思う。 

  これら三つの現象が大きな問題とならないように様々な対策をすべきであると考えている。 

 

○ 人口減少、高齢化とは、経済成長を基盤としてきた戦後の経済社会の基本的な与件の変化と捉

えている。そうした与件の変化により、経済は趨勢的に縮小の方向に変わらざるを得ないと考え

ている。今後の日本の社会を考えると、所得の増加という社会的価値が消滅していくだろう。こ

うしたことを考えれば、社会的統合における量的・質的な変化も予想される。 

  今後の経済社会を展望し将来像を描いていくためには、経済社会のメカニズムが大きく変化す

る可能性と経済社会に対する価値観が変わってくる可能性の、二つの可能性を考える必要がある。

今後の財政・年金の制度設計に当たって、基本的なメカニズムの変化、あるいは価値観の変化と

いうのが極めて重要な視点となる。 

  なお、マクロフレームの検討に当たって、労働時間を要素として考えていただきたい。特に、

労働時間の短縮を織り込むようにしなければならない。 

  今後の議論は、これまでの経済社会のメカニズム、これまでの延長で考えるのではなく、基本

的な発想の転換が必要であろうと考えている。高齢化や経済の縮小の中で、価値観がどのように

変わるかの展望を加えずして将来展望はできないと考える。これこそが議論の出発点ではないか

と考える。 

  経済成長については、今後可能かということを議論するよりは、経済成長への依存をやめて、

縮小する中で豊かさについての議論することが重要である。 

 

○ 日本経済は90年代低迷していたわけであるが、その原因として日本の経済社会構造の全てが誤

っている、時代遅れになっている、変えなければいけないといった議論は慎まないといけない。

米英でもうまくいかなかった時期はあったが、経済社会構造を全否定することはなかった。日本

でも全否定をすると国民の不安をあおるだけである。とはいえ全肯定もできない。構造的な障害

は常に生じており、それを乗り越えるための不断の努力を、これまでと同じように淡々とやらな

ければならない。政府ができることは、法制度や規制の緩和・撤廃であり、これは当たり前のこ

とである。一方で、民間の側にも慣行・自主規制が散見される。これは、政府がどうこうしにく

い問題である。こうした民間の自主規制のようなものを変えていくためのツールは政府にはない。

結局は、効率の高い外国企業に入ってきてもらったり、外国のビジネスモデルを国内企業が導入

したりして、自主規制主体と離れたところで効率化が進めば構造変化が生じると考えられる。そ

の結果、経済全体の効率性も高まり、非製造業が成長フロンティアとなり得ると考える。 

財政について、これからやらなければいけないこととして、プライマリーバランスの2010年代

初頭の黒字化など政府の目標は当然達成しなければならない。その際の鍵となるのは、国民の間
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には小さな政府を言う人は多いが、依然として国民の公的サービスに対する期待が根強いという

ことである。今後こうした組み込まれた期待をいかに払拭していくかが課題になる。まさに、国

民の価値観の変化が重要である。 

社会保障が財政改革の一丁目一番地とすれば、２番目に大事なのは地方財政の改革である。現

在は国と地方の間の財政的支え合い・もたれ合いの結果、地方にとって財政再建のインセンティ

ブが働かない仕組みになっていることが問題である。つまり、地方にとっては国にもたれている

方が合理的、という制度設計になっているところに大きな問題がある。こうした問題を解決しな

がら、プライマリーバランスの均衡に向けて頑張っていくことになるが、その過程では、歳出、

歳入の両面で相当厳しい措置が必要になるだろう。 

90年代の歳出・歳入の動きをみると、歳入がかなり落ちていることが典型的に見て取れる。落

ち込みの要因の半分は景気低迷であり、残りの半分は減税要因である。単純な増税論には反対だ

が、とはいえ、歳入面での措置は当然考えなければならないと思う。タイミングや手法の話はあ

るが、歳入面でも厳しい措置は必要であろう。プライマリーバランスが均衡した後にプライマリ

ー黒字の維持が必要だというのも、先程意見があったとおりである。 

資源配分の再構築は必要だが、これは公共投資の重点分野を何にするかという話ではなく、よ

りダイナミックなプロセスの話ではないかと思う。再構築という文脈の中で公共投資という言葉

が特記されているのはやや理解に苦しむ。 

金融政策については、バブル時及びバブル崩壊後には問題があったといえる。ただ、今でこそ、

米国ＦＲＢは日本のようなモデルがあるわけだが、日本銀行には当時はそういったモデルはなか

ったので、ある程度失敗してもやむを得ないと割引いて考える必要がある。直近数年前にはあま

り上手くいかなかった時期があるのは事実であるが、基本的には、日本銀行が合理的な判断をさ

れていると考えており、それに任せればいいのではないか。 

最後に、潜在的国民負担率については、50％という数値に先験的な意味はない。制度自体を持

続可能なものとすることが重要で、その結果として何％という数字が出てきても、低いに越した

ことはないが、それはただの結果にしか過ぎないと考える。 

 

○ 私の役割は報告書をまとめる際のサポートである。今後 30 年間の経済財政を展望する際に、

数字をどこまで書き込むかという点であるが、その際に、潜在的な成長率をどの程度楽観的に見

るか、悲観的に見るかが問題である。これは、日本経済が複数均衡に至るのかという点にもつな

がる。政府が堅い見通しを出した結果、それに民間が応じて低い均衡に陥る可能性もある。逆に、

がんばれば高い成長になるという見通しを出して、民間もそれを目指すと言うことになれば、結

果として高い成長を実現できるという可能性もあるので、高い均衡を出すことの方が良いかもし

れない。この辺をどう考えるかが一つポイントになると考える。 

  また、財政において歳出の削減と増税は不可避だが、展望としてもっともらしい１つのシナリ

オを提示するのか。それとも、歳出の削減のみ、歳入の引き上げのみ、といった複数のシナリオ

を提供し、それぞれのケースで、どの程度国民に負担を求めるのか、といったことを議論すべき

である。 

  もう一つは、量的な財政再建のタイミングをどうするかである。負担を平準化するのか、将来
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の成長率が高まった後で負担するのかという視点である。 

  マクロモデル的な話を離れれば、１つは、マクロ経済の活性化に財政改革はどの程度寄与する

のかの議論が深まればいいと思う。公共事業の中身の配分を変えれば経済の活性化はあるうるが、

それをどの程度に置けるのか。また、増税するにしても、消費税のみの増税以外の方法もある。

インセンティブとしては限界税率を下げながらも平均税率を上げる方法もあり、最も極端な方法

が人頭税である。同じ税負担だが、インセンティブにより税負担を求めない方法もある。また、

規制改革のようにお金をかけずに経済を活性化できるものがあるが、特に、農業・医療・福祉分

野で規制改革をすることでどれくらい効果があるのかを、ある程度定量的にみて、国民の生活実

感にとって明るい展望が見えてくればいい。 

  最後に社会保障については、社会保障全体の収支がバランスしていけば良いというのではなく、

世代間の問題が残るのであり、スリム化して積立方式にするのが望ましいと考える。ただし、そ

の話をする際には、賦課方式を前提とした制度で民間がそれに対応した相殺行動をとっているの

かを同時に議論しておくべきだと考える。典型的なのは、親がもらった年金を子供に贈与や遺産

として移転している可能性がある。もう１つは、賦課方式であれば、こうした利他的な動機が無

くとも、子供の賃金が上がれば、親への給付が増えるので、利己的に考えても、親は子供への教

育投資をするインセンティブがあると考えられる。これに対し賦課方式でなくなると、親は必ず

しも子供の教育をしない可能性もある。少子化を予見としてどういう制度設計をするのかが大切

である。もう一つは、少子化が生じる要因を考えてみると。少子化の動機としては、少なく生ん

で大事に育てる方向に親の意識があるということである。大事に育てることが結果的に社会全体

からみて子供にとって望ましくない方向に行っているかもしれないが、相対的には、大事に育て

て教育投資もすることで、その収益を親は回収しているかもしれない。社会保障についてスリム

化と同時に、家庭内で何が生じているのについて議論が深まればいい。 

 

○ 私の資料として試算結果を表した図表をお配りしているが、この試算は古典派的な完全雇用モ

デルに従っている。政府部門の赤字が大きくなり、IS バランスの投資超過額が大きくなって、

民間部門がその分圧迫されることを計算されている。 

破綻ケースは、今の財政支出の伸び、税率を前提としており、国債発行が急増し、金利が上昇

し、さらに国債が発行されるという発散ケースである。 

  これを回避するために歳出削減ケースと、増税ケースを考えた。社会保障制度は変えず、一般

歳出を１％ずつ減らしたとき、2025 年あたりでも成長率はほぼゼロからプラスになる。持続可

能な形になっているが、毎年歳出を１％減らすと 25 年間で歳出額が４分の１減少することにな

り、行政サービスの基本的な部分しかできなくなる。 

増税ケースは、これも社会保障制度は変えずに、2025 年まで成長率がマイナスにならないよ

うに消費税のみで増税した場合である。この場合では消費税率を 40％まで上げなければならな

い。 

増税ケースと歳出削減ケースの違いをみると、歳出削減ケースは、公的部門の資源配分が減る

ため民間部門への資源配分が増え賃金が上昇する。一方で増税ケースは民間部門への資源配分が

小さくなるので賃金は上昇しない。 
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  これは１つのシミュレーションであるが、いずれにしても破綻ケースは避けなければならない。

先般年金制度が改革されたので、その改革結果を試算に盛り込み、さらに歳出を毎年 0.5％歳出

削減していけば、増税ケースの場合、消費税率は 18％程度になり現実性が出てくる。 

ここから言えることは、財政が経済を食いつぶすことは絶対に避けなければならないというこ

とである。持続可能な経済と財政のあり方は最低限探さないといけない。その上で、賃金が大き

く下がらなければいいのではないか。一人あたり所得が維持されるような経済であればいいので

はないか。以上はこの試算からでもそう不可能ではない。さらに言えば、少子化のメリットもあ

る。子供が遺産をたくさんもらって豊かになっていく面もある。一人当たりの所得の維持ではな

く、一人当たりの消費が下がらなければいいと考える。 

  日本でも江戸期は持続可能な社会であった。とにかく 250 年続いて、GDP、人口ともほとんど

増えなかった。こうした江戸期の経済になればいいという考え方もある。江戸期の経済は、グロ

スでも一人あたりでも GDP は増えなかったが、文化が発展し非常に活力があった。日本が目指す

のは持続可能な経済社会あるいは文化国家であると考えている。 

  モデルを作ることについては、モデルには問題も多い。作った瞬間にそれが一種の経済思想に

なる。金融セクターをうまく作ることは困難であり、そうなると外生的に置くことになる。そう

すると、国債発行すれば需給がタイトになり物価が上がり実質金利が下がり投資が増えるといっ

た逆説的なことが起きてしまう。モデルを工夫していただいて、このワーキング・グループの議

論にふさわしいシミュレーションをしていただきたい。 

  これだけ国債が蓄積されてくると、長期金利に対して脆弱になっていることは事実であり、国

債管理政策が重要になるので、政府が何をできるのかを検討していく必要がある。 

 

 

○事務局から資料４に基づき今後の予定についての説明が行われた。 

 

 

○ 私が、これまでにアンケートしてみると、財政再建の負担配分は、増税３割、歳出削減７割ぐ

らいで進めて欲しいという結果になった。財政再建にあたって増税か歳出削減かではなく、増

税・歳出削減をどれくらいの割合で進めるべきかというアンケートを国民に対して行えば、今後

の議論の参考になると思う。 

 

 

（以  上） 

 


